
１．本省及び地方支分部局の体制について  

国土交通本省及び北海道開発局は平成28年一連の台風以降、非常体制を継続中

九州地方整備局及び国土技術政策総合研究所は平成29年7月九州北部豪雨以降、非常体制を継続中

国土地理院は平成29年7月九州北部豪雨以降、警戒体制を継続中

関東地方整備局 8月7日 15：40 注意体制 東北運輸局 8月7日 15：30 注意体制

8月8日 1：00 警戒体制 関東運輸局 8月7日 15：15 注意体制

北陸地方整備局 8月7日 11：15 注意体制 北陸信越運輸局 8月7日 11：30 注意体制

中部地方整備局 8月6日 18：15 注意体制 中部運輸局 8月7日 6：00 注意体制

8月7日 16：00 警戒体制 近畿運輸局 8月4日 17：15 注意体制

近畿地方整備局 8月7日 7：00 注意体制 神戸運輸監理部 8月7日 4：30 注意体制

8月7日 18：00 警戒体制 中国運輸局 8月6日 17：30 注意体制

中国地方整備局 8月6日 17：40 注意体制 四国運輸局 8月6日 15：00 注意体制

四国地方整備局 8月6日 9：00 注意体制 九州運輸局 7月5日 19：30 警戒体制

8月6日 18：00 警戒体制 気象庁 7月28日 18：00 警戒体制

8月8日 2：35 非常体制

２．気象状況

（１）気象の概況と見通し（8月8日4時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（8月3日0時～8月8日4時）
・主な１時間降水量

（アメダス観測値）
山梨県 大月市 大月 99.0ミリ  7日16時19分まで
鹿児島県 奄美市 名瀬 92.0ミリ  5日13時29分まで
鹿児島県 奄美市 笠利 91.0ミリ  5日16時46分まで
鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋 87.5ミリ  5日 8時12分まで
和歌山県 有田郡湯浅町 湯浅 80.0ミリ  7日15時07分まで

○台風第５号は、今日８日４時現在、石川県白山市付近を北北東に進んでいる。中心気圧は９８６ヘクトパスカ
ル、中心付近の最大風速は２０メートル。
○台風の接近に伴い、今日８日４時までの４８時間降水量が、四国地方を中心に３００ミリを超えたところがあるな
ど、西日本や東日本で大雨となっているところがある。また、奄美地方では、昨日７日１２時までの７２時間降水量
が鹿児島県奄美市名瀬（なぜ）で６５７．５ミリ（８月の１位の値を更新）となるなど、記録的な大雨となっている。

○台風は今後、東日本を北東に進み、明日９日夜までに東北地方の日本海側で温帯低気圧に変わる見込み。
○近畿地方や東日本、東北地方では明日９日にかけて、断続的に１時間５０ミリ以上の非常に激しい雨が降り、大
雨となる見込み。明日９日６時までの２４時間に予想される雨量は、多いところで、北陸地方で２５０ミリ、関東甲信
地方で２００ミリ、東北地方で１８０ミリ、東海地方で１２０ミリ、近畿地方で１００ミリ。加えて１０日６時までの２４時間
に予想される雨量は、多いところで、北陸地方で１００から２００ミリ、東北地方で１００から１５０ミリ。
○明日９日にかけて、西日本や東日本、東北地方では風が強く、東日本や東北地方では海はしける見込み。明日
９日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は、近畿地方・北陸地方で２０メートル（３０メートル）、東海地
方・伊豆諸島で１８メートル（３０メートル）。また、明日９日にかけて予想される波の高さは、東海地方・伊豆諸島で
６メートル。
○大潮の時期にあたるため、進路にあたる湾・沿岸では、満潮時間帯を中心に高潮となる見込み。
○台風の動きが遅いため、台風の影響が長く続くおそれ。西日本や東日本では、これまでの大雨で地盤が緩み、
増水や氾濫している河川がある。西日本や東日本、東北地方では、土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警
戒。低い土地の浸水、高波に警戒。強風、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意。各地の気象台が発表する
最新の気象情報に留意。

災　害　情　報
平成29年8月8日 6:00現在

国 土 交 通 省

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

平成29年台風第5号による被害状況等について（第4報）
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三重県 多気郡大台町 宮川 66.0ミリ  7日13時08分まで
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島 64.5ミリ  5日16時32分まで
三重県 尾鷲市 尾鷲 64.0ミリ  7日12時38分まで
高知県 香美市 大栃 64.0ミリ  7日 3時23分まで
群馬県 高崎市 榛名山 63.5ミリ  7日19時34分まで

（気象レーダー等による解析（※））
鹿児島県 瀬戸内町 120ミリ以上  5日7時00分まで
鹿児島県 奄美市 約120ミリ  5日16時30分まで
鹿児島県 龍郷町 約120ミリ  5日16時30分まで
群馬県 みどり市 約110ミリ  6日21時00分まで
鹿児島県 鹿屋市 約110ミリ  6日6時00分まで
鹿児島県 屋久島町 約100ミリ  5日6時30分まで
栃木県 日光市 約90ミリ  6日21時30分まで
鹿児島県 大和村 約90ミリ  5日6時30分まで
長野県 南木曽町 約80ミリ  4日18時30分まで
岐阜県 中津川市 約80ミリ  4日18時30分まで
三重県 津市 約80ミリ  7日10時00分まで
高知県 大豊町 約80ミリ  7日3時30分まで
鹿児島県 宇検村 約80ミリ  5日8時00分まで

・主な２４時間降水量
（アメダス観測値）

鹿児島県 奄美市 名瀬 540.0ミリ  5日15時40分まで
鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋 427.0ミリ  5日14時00分まで
鹿児島県 奄美市 笠利 407.0ミリ  5日21時30分まで
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島 377.5ミリ  5日21時40分まで
徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭 352.0ミリ  7日16時10分まで
高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 351.5ミリ  7日11時50分まで
三重県 多気郡大台町 宮川 342.5ミリ  7日21時10分まで
鳥取県 鳥取市 鹿野 342.0ミリ  8日 4時00分まで
高知県 高岡郡津野町 船戸 341.0ミリ  7日 9時00分まで
鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島 340.0ミリ  6日 3時30分まで

（気象レーダー等による解析（※））
鹿児島県 屋久島町 約1300ミリ  5日19時00分まで
鹿児島県 奄美市 約700ミリ  5日16時00分まで
鹿児島県 大和市 約700ミリ  5日16時00分まで
鹿児島県 垂水市 約600ミリ  6日13時00分まで
鹿児島県 霧島市 約600ミリ  6日15時00分まで
鹿児島県 瀬戸内町 約600ミリ  5日15時00分まで
鹿児島県 龍郷町 約600ミリ  5日18時00分まで
宮崎県 えびの町 約500ミリ  6日15時00分まで
鹿児島県 宇検村 約500ミリ  5日16時00分まで

・主な期間降水量
（アメダス観測値）

鹿児島県 奄美市 名瀬 670.5ミリ
鹿児島県 奄美市 笠利 592.5ミリ
高知県 高岡郡津野町 船戸 538.0ミリ
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島 530.5ミリ
高知県 吾川郡仁淀川町 鳥形山 497.0ミリ
三重県 多気郡大台町 宮川 492.5ミリ
宮崎県 東臼杵郡美郷町 神門 485.0ミリ
鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋 481.5ミリ
高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 468.5ミリ
宮崎県 えびの市 えびの 454.5ミリ

（３）強風の状況（8月3日0時～8月8日4時）
・主な風速 (8月3日から7日までの各観測所の最大値)

高知県 室戸市 室戸岬 35.2m/s (西)  7日11時12分
鹿児島県 西之表市 種子島 26.5m/s (西北西)  6日12時43分
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島 26.5m/s (西)  4日22時28分

※レーダー等を用いて解析された降水

量(1km四方毎)の市町村内の最大値を

表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位

で表記。

※レーダー等を用いて解析された降水

量(1km四方毎)の市町村内の最大値を

表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位
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鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島 25.4m/s (東南東)  5日13時35分
徳島県 阿南市 蒲生田 22.8m/s (東)  7日12時29分
愛知県 常滑市 セントレア 22.7m/s (南東)  7日19時34分
鹿児島県 熊毛郡中種子町 中種子 22.5m/s (西北西)  6日13時00分
鹿児島県 熊毛郡屋久島町 尾之間 21.3m/s (東北東)  5日 7時49分
宮崎県 宮崎市 赤江 19.6m/s (東南東)  6日10時18分
和歌山県 西牟婁郡白浜町 南紀白浜 19.4m/s (南南東)  7日12時23分

・主な瞬間風速 (8月3日から7日までの各観測所の最大値)
高知県 室戸市 室戸岬 40.0m/s (西)  7日11時10分
鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島 39.6m/s (東南東)  5日13時27分
鹿児島県 熊毛郡屋久島町 尾之間 37.7m/s (東)  5日 6時54分
徳島県 阿南市 蒲生田 37.4m/s (北西)  7日14時15分
鹿児島県 西之表市 種子島 36.3m/s (西北西)  6日13時41分
鹿児島県 熊毛郡中種子町 中種子 34.5m/s (東南東)  6日 1時39分
鹿児島県 熊毛郡南種子町 上中 34.2m/s (西)  6日 9時47分
鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島 34.0m/s (西)  4日23時34分
宮崎県 串間市 串間 33.0m/s (東北東)  6日 6時36分
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島 31.8m/s (東北東)  6日 6時54分

（４）波浪の状況（8月3日0時～8月8日4時）
・主な波浪最高値

（波浪観測値）

【国土交通省港湾局所管】

和歌山県 潮岬港  6.6m 7日15時00分

鹿児島県 名瀬港  6.0m 5日23時00分

GPS波浪計 高知室戸岬沖  7.8m 7日 7時40分

GPS波浪計 徳島海陽沖  7.3m 7日10時40分

３．国土交通省の対応

○国土交通省として、引き続き被害の情報の収集・把握に努める。

○関係省庁災害警戒会議を受け、国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（8/4）。

○関係省庁災害対策会議を受け、国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（8/7）。

○中部、近畿地整は、防災ヘリにより管内の被災状況調査を実施予定(8/8)

○リエゾン（情報連絡員）派遣【のべ53人・日派遣(8/5～)】

・ 九州地方整備局より鹿児島県庁、宮崎県庁、大分県庁へ、のべ14人・日派遣(8/5～8/7)。

・ 四国地方整備局より高知県四万十市、高知県宿毛市、高知県大月町、香川県東かがわ市へ、

のべ7人・日派遣(8/6～8/7)。

・ 中部地方整備局より三重県庁、静岡県庁、岐阜県庁、愛知県庁、愛知県名古屋市、愛知県豊橋市、

岐阜県揖斐川町、岐阜県養老町へ、のべ25人・日派遣(8/7～)。

・ 中国地方整備局より鳥取県庁、鳥取県倉吉市へ、のべ5人・日派遣(8/7～)。

・ 近畿地方整備局より滋賀県庁、滋賀県長浜市へ、のべ2人・日派遣(8/8～)。

・ リエゾンの派遣状況 （単位：人）

5 6 7 8

2 2 2 0

0 2 2 0

0 2 2 0

0 1 1 0

0 1 1 0

0 1 1 0

0 1 0

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 1 0

0 0 2

愛知県名古屋市 4

愛知県豊橋市 1

岐阜県揖斐川町 2

　　　　　　　　　　　　　月日
派遣場所

8
合　計

鹿児島県庁 6

宮崎県庁 4

大分県庁 4

高知県四万十市 2

高知県宿毛市 2

高知県大月町 2

香川県東かがわ市 1

三重県庁 4

静岡県庁 4

岐阜県庁 4

愛知県庁 4
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0 0 2

2 2

0 1

0 1

0 1

2 9 23 19

○災害対策用機械等出動状況

・関東、中部、近畿地整より、排水ポンプ車9台、照明車6台を計15台派遣

４．気象庁の対応

○各地の気象台では、地方公共団体等の地元関係機関へ説明を実施

○台風第5号に関して報道等への説明を実施（4日 11：15、5日11：20、6日11：20）

○気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める

５．海上保安庁の対応

情報収集及び地方自治体等との連絡を密にしつつ、即応態勢を維持

１）対応体制

○第十管区海上保安本部（鹿児島市）

８月５日１６：００　警戒配備発令（一部部署）　　　８月７日１４：００警戒配備解除

○第五管区海上保安本部（神戸市）

８月６日０６：００　警戒配備発令　　　　　　　　　８月８日０２：００警戒配備解除

８月６日２３：００　非常配備発令　　　　　　　　　８月７日２１：００非常配備解除

８月６日１０：００　警戒配備発令（一部部署）　　　８月７日２０：００警戒配備解除

８月７日０２：００　非常配備発令（一部部署）　　　８月７日２０：００非常配備解除

○第八管区海上保安本部（舞鶴市）

８月７日０３：００　警戒配備発令　(一部部署）

○第三管区海上保安本部（横浜市）

８月７日１２：００　警戒配備発令　(一部部署）

○第四管区海上保安本部（名古屋市）

８月７日０７：００　警戒配備発令　　　　　　　　　８月８日００：３０警戒配備解除

８月７日１５：００　非常配備発令　　　　　　　　　８月７日２２：１５非常配備解除

○第九管区海上保安本部（新潟市）

８月７日１２：００　警戒配備発令

○第二管区海上保安本部（塩釜市）

８月８日０５：００　警戒配備発令　(一部部署）

近畿地整 三重県伊賀市三田地先（野間川排水樋門付近） 夜間照明確保 照明車 1 帰還 8/7～8/8

近畿地整 滋賀県長浜市内 内水排除 排水ポンプ車 3 準備中 8/8～

中部地整 岐阜県養老町五日市（落江排水ひ管付近） 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働後待機中 8/7～

中部地整 岐阜県養老町五日市（落江排水ひ管付近） 内水排除 照明車 1 稼働後待機中 8/7～

近畿地整 三重県伊賀市三田地先（野間川排水樋門付近） 内水排除 排水ポンプ車 1 帰還 8/7～8/8

関東地整 埼玉県川島町曲師地先（川島排水機場） 夜間照明確保 照明車 2 待機中 8/7～

中部地整 三重県津市高茶屋小森地先（大正樋門排水機場） 内水排除 排水ポンプ車 1 稼働後待機中 8/7～

中部地整 三重県津市高茶屋小森地先（大正樋門排水機場） 内水排除 照明車 1 帰還 8/7～8/8

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況 期間

関東地整 山梨県大月市駒橋地先（国道20号） 夜間照明確保 照明車 1 稼動中 8/7～

関東地整 埼玉県川島町曲師地先（川島排水機場） 内水排除 排水ポンプ車 3 待機中 8/7～

岐阜県養老町 2

鳥取県庁 4

鳥取県倉吉市 1

滋賀県庁 1

滋賀県長浜市 1

合　計 53

○第十一管区海上保安本部（那覇市）

８月３日１３：３０　警戒配備発令（一部部署）　　　８月４日２０：３０警戒配備解除

８月３日２２：００　警戒配備発令（一部部署）　　　８月７日１１：００警戒配備解除

８月４日１２：００　非常配備発令（一部部署）　　  ８月６日２１：００非常配備解除

○第七管区海上保安本部（北九州市）

○第六管区海上保安本部（広島市）
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６．所管施設等の状況

○河川

■被害状況

＜国管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

・現時点でなし

＜都道府県管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

・現時点でなし

■避難勧告及び避難指示（緊急）等の状況

＜国管理・都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

近畿 淀川
ヨドガワ

木津川
キヅガワ

伊賀市
イガシ

準備 1,877 4,356 8月7日20時20分 8月8日1時45分

近畿 淀川
ヨドガワ

木津川
キヅガワ

伊賀市
イガシ

準備 285 854 8月7日19時50分 8月8日1時45分

近畿 淀川
ヨドガワ

天野川
アマノガワ

米原市
マイバラシ

勧告 172 488 8月7日20時45分

近畿 淀川
ヨドガワ

木津川
キヅガワ

伊賀市
イガシ

勧告 99 184 8月7日20時20分 8月8日1時45分

近畿 淀川
ヨドガワ

大戸
ダイド

川
ガワ

甲賀
コウガ

市
シ

勧告 933 3,139 8月7日20時50分

近畿 淀川
ヨドガワ

大戸
ダイド

川
ガワ

甲賀
コウガ

市
シ

勧告 553 2,425 8月7日19時40分

近畿 淀川
ヨドガワ

愛知川
エチガワ

東近江市
ヒガシオウミシ

勧告 2,946 7,950 8月7日23時10分 8月8日2時30分

近畿 淀川
ヨドガワ

大戸
ダイド

川
ガワ

大津市
オオツシ

勧告 1,172 2,818 8月7日21時10分

近畿 淀川
ヨドガワ

姉
アネ

川
ガワ

長浜市
ナガハマシ

準備 161 438 8月8日0時10分

近畿 淀川
ヨドガワ

愛知川
エチガワ

愛荘町
アイショウチョウ

指示 897 2,529 8月7日23時10分 8月8日2時00分

近畿 淀川
ヨドガワ

姉
アネ

川
ガワ

長浜市
ナガハマシ

勧告 156 438 8月8日4時40分

近畿 淀川
ヨドガワ

姉
アネ

川
ガワ

長浜市
ナガハマシ

準備 417 1,267 8月8日1時03分

近畿 淀川
ヨドガワ

姉
アネ

川
ガワ

長浜市
ナガハマシ

指示 － － 8月8日2時12分

近畿 淀川
ヨドガワ

姉
アネ

川
ガワ

長浜市
ナガハマシ

勧告 303 959 8月8日2時05分

中部 鈴鹿
スズカ

川
ガワ

内部
ウツベ

川
ガワ

四日市市
ヨッカイチシ

勧告 2,197 5,556 8月7日22時29分 8月8日1時００分

近畿 淀川
ヨドガワ

野洲川
ヤスガワ

湖南市
コナンシ

準備 23,113 54,966 8月7日15時00分 8月8日0時00分 湖南市全域

溢水 調査中 調査中 溢水 調査中 調査中

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型※ 世帯数 人　数

滋賀県 淀川
よどがわ

姉
あね

川
かわ

長浜市
ナガハマシ

原因
床上
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

三重県 淀川
よどがわ

木津川
き づ が わ

伊賀市
イガシ

溢水 調査中 調査中 溢水 調査中 調査中

都道府県 水　系 河　川 市町村
浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況

原因
床上
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積

(約ha)

近畿 北川
キタガワ

北川
キタガワ

小浜市
オバマシ

溢水 調査中 調査中（霞堤開口部で溢水）

整備局 水　系 河　川 市町村
浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
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※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

■国管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、避難判断水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、氾濫注意水位を超えている河川 水系 河川

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

四国 渡川
ワタリガワ

中筋
ナカスジガワ

川

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中部 櫛田川
クシダガワ

櫛田川
クシダガワ

中国 天神川
テンジンガワ

天神川
テンジンガワ

1 1

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中国 天神川
テンジンガワ

三徳
ミトク

川
ガワ

3 3

中部 木曽川
キソガワ

牧田
マキタ

川
ガワ

近畿 新宮川
シングウガワ

相野谷川
オ ノ ダ ニ カ ワ

3 5

中部 鈴鹿
スズカ

川
カワ

安楽
アンラク

川
ガワ

鈴鹿
スズカ

川
ガワ

内
ウチ

部
ベ

川
ガワ

中部 木曽川
キソガワ

杭瀬
クイセ

川
ガワ

根尾
ネオ

川
ガワ

近畿 北川
キタガワ

北川
キタガワ

1 2

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

0 0

2 2

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中部 木曽川
キソガワ

牧田
マキタ

川
ガワ

近畿 笙
ショウ

の川
カワ

笙
ショウ

の川
カワ

敦賀市
ツルガシ

勧告 536 1,261 8月7日23時40分

近畿 川上
カワカミ

谷川
タニガワ

川上
カワカミ

谷川
タニガワ

京丹後市
キョウタンゴシ

勧告 58 192 8月7日23時00分

近畿 筒
ツツ

川
カワ

筒
ツツ

川
カワ

伊根町
イネチョウ

勧告 13 21 8月8日3時50分

近畿 笙
ショウ

の川
カワ

笙
ショウ

の川
カワ

敦賀市
ツルガシ

勧告 3,154 7,024 8月8日0時15分

近畿 福田
フクダ

川
ガワ

福田
フクダ

川
ガワ

京丹後市
キョウタンゴシ

勧告 60 178 8月8日1時05分

近畿 筒
ツツ

川
カワ

筒
ツツ

川
カワ

伊根町
イネチョウ

勧告 151 374 8月8日0時30分

近畿 竹野
タケノ

川
ガワ

竹野
タケノ

川
ガワ

京丹後市
キョウタンゴシ

勧告 85 181 8月8日3時10分

近畿 宇川
ウカワ

宇川
ウカワ

京丹後市
キョウタンゴシ

勧告 27 72 8月8日2時35分

近畿 新宮川
シングウガワ

相野
オ ノ

谷
ダニ

川
カワ

紀宝町
キホウチョウ

勧告 7 11 8月7日14時30分 8月7日 21時40分

近畿 北川
キタカワ

北川
キタカワ

小浜
オバマ

勧告 3,987 10,129 8月8日2時50分
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■都道府県管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

・現時点でなし

四国 肱川
ヒジカワ

矢落川
ヤ オ チ ガ ワ

大洲市 左 0k6 1 撤収 排水P車規格：150m3/s

四国 渡川
ワタリガワ

中筋
ナカスジガワ

川 四万十市 左 8K4 1 撤収 排水P車規格：150m3/s（8/7 10:00から撤収作業）

四国 渡川
ワタリガワ

後川
ウシロガワ

四万十市 左 1K1 1 撤収 排水P車規格：60m3/s（8/7 10:00から撤収作業）

宮崎県 広
ヒロ

渡
ト

川
ガワ

広
ヒロ

渡
ト

川
ガワ

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP

出動数
（台）

稼働
状況

三重県 鈴鹿
スズカ

川
ガワ

椋
ムク

川
ガワ

広島県 芦田川
ア シ ダ ガ ワ

箱田
ハ コ ダ

川
ガワ

三重県 金剛
コンゴウ

川
ガワ

愛宕
アタゴ

川
ガワ

三重県 堀切
ホリキリ

川
ガワ

堀切
ホリキリ

川
ガワ

三重県 新宮川
シングウガワ

板屋川
イ タ ヤ ガ ワ

三重県 淀川
ヨドガワ

木津川
キ ヅ ガ ワ

三重県 宮川
ミヤガワ

大内山川
オオウチヤマガワ

和歌山県 南部
ミ ナ ベ

川
ガワ

南部
ミ ナ ベ

川
ガワ

和歌山県 日高川
ヒ ダ カ ガ ワ

日高川
ヒ ダ カ ガ ワ

滋賀県 淀川
ヨドガワ

愛知川
エチガワ

大戸
ダイド

川
ガワ

安曇川
アドガワ

和歌山県 広川
ヒロカワ

広川
ヒロカワ

13 15

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

京都府 川上
カワカミ

谷川
タニガワ

川上
カワカミ

谷川
タニガワ

京都府 宇川
ウ カ ワ

宇川
ウ カ ワ

滋賀県 淀川
ヨドガワ

天野
ア マ ノ

川
カワ

姉川
アネガワ

高時
タカトキ

川
ガワ

京都府 筒
ツツ

川
カワ

筒
ツツ

川
カワ

京都府 福田
フ ク ダ

川
ガワ

福田
フ ク ダ

川
ガワ

5 7

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

福井県 笙
ショウ

の川
カワ

笙
ショウ

の川
カワ
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○ 管理ダム

■ダム洪水貯留操作状況

＜洪水貯留操作を実施中のダム＞

　8ダム　（うち国土交通省管理 1ダム、水資源機構管理 2ダム、道府県管理 5ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

＜洪水貯留操作を実施したダム＞

　37ダム　（うち国土交通省管理 5ダム、水資源機構管理 1ダム、道府県管理 31ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

水系名 ダム数 ダム名 備考

九頭竜川 3 笹生川、広野、桝谷 福井

淀川 2 石田川、余呉湖

水系名 ダム数 ダム名 備考

木曽川 1 横山 岐阜

合　計 1

水系名 ダム数 ダム名 備考

木曽川 1 徳山 岐阜

淀川 1 日吉 京都

滋賀

利根川 1 矢木沢 群馬

合　計 1

水系名 ダム数 ダム名 備考

千代川 1 殿 鳥取

吉井川 1 苫田 岡山

渡川 1 中筋川 高知

水系名 ダム数 ダム名 備考

合　計 5

利根川 1 霧積 群馬

相模川 1 深城 山梨

宮川 1 宮川 三重

大和川 1 天理 奈良

雲出川 1 君ヶ野 三重

淀川 3 滝川、青土、宇曽川 三重、滋賀

広川 1 広川 和歌山

切目川 1 切目川 和歌山

古座川 1 七川 和歌山

日高川 1 椿山 和歌山

合　計 2

合　計 5

相模川 1 宮ヶ瀬 神奈川

九頭竜川 1 九頭竜 福井

水系名 ダム数 ダム名 備考
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

１）水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

四国 高知県 高知海岸 ・陸閘9基全て閉鎖済

北陸 石川県
橋立海岸
他２４海岸

・水門1基中、1基常時閉鎖。
・陸閘38基中、38基常時閉鎖。

中部 静岡県

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

三原川 2 諭鶴羽、大日 兵庫

大和川 1 大門 奈良

勝浦川 1

関東 神奈川県 西湘海岸 ・陸閘全8基を閉鎖済。

中部 静岡県 富士海岸 ・樋門全3基は、未閉鎖、監視中。

近畿 兵庫県 東播海岸
・陸閘全7基は、未閉鎖、監視中。
・樋門全7基の内、1基常時閉鎖。残り6基は未閉鎖、監視中。

整備局 都道府県 海岸 操作状況

関東 茨城県
鹿嶋海岸
他4海岸

・陸閘11基常時閉鎖。
・その他陸閘3基は未閉鎖、監視中。

関東 千葉県
浦安海岸
他9海岸

・陸閘4基、水門7基は常時閉鎖。
・その他陸閘1基、水門11基は未閉鎖、監視中。

関東 神奈川県
三浦海岸
他6海岸

・陸閘3基、水門5基は常時閉鎖。
・その他陸閘全46基を閉鎖済。

相良海岸
他５海岸

・水門8基中、1基常時閉鎖。残り7基は未閉鎖・監視中。
・陸閘37基中、36基常時閉鎖。残り陸閘1基閉鎖済。

中部 愛知県
名古屋港海岸

他115海岸
・陸閘25基中6基常時閉鎖。残り19基は未閉鎖、監視中。
・水門53基中3基閉鎖。残り未閉鎖、監視中。

中部 三重県
長島海岸
他26海岸

・陸閘301基中131基常時閉鎖。153基は閉鎖完了。
　残り17基は未閉鎖、監視中。
・水門・樋門29基は閉鎖。9基は未閉鎖、監視中。

近畿 福井県
河野海岸
他8海岸

・陸閘16基中10基常時閉鎖。残り6基閉鎖完了。

近畿 兵庫県
東播海岸
他８海岸

・水門・樋門５基は未閉鎖・監視中。
・陸閘７９基中、１９基常時閉鎖。
　残り６０基の内、閉鎖済施設は５３基、残り７基は監視中。
　(７基は高潮警報発令時に閉鎖予定。)

近畿 大阪府 泉州海岸 ・水門・樋門５０基中６基常時閉鎖。残り４４基は未閉鎖・監視中。

正木 徳島

吉野川 1 宮川内 徳島

津田川 2 門入、大川 香川

柞田川 1 五郷 香川

鴨部川 1 前山 香川

与田川 1 大内 香川

伝法川 1 殿川 香川

別当川 1 内海 香川

馬宿川 1 千足 香川

大和川 1 大和 鹿児島

合　計 31

綾川 1 長柄 香川

岩松川 1 山財 愛媛

国領川 1 鹿森 愛媛

広渡川 1 広渡 宮崎

小丸川 1 松尾 宮崎
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２）被害状況
■直轄海岸

■都道府県管理海岸

○土砂災害
●土砂災害発生状況　

１）土石流等
8件 (4県)

都道府県名 市町村名
人的被害

建物被害

公共被害状況等
人家

非住家
死者

行方
不明者

負傷者 全壊 半壊
一部
損壊

鹿児島県 1件 奄美市 1件 - - - - - - 1戸 国道58号に土砂流出

合計 1件 名 名 名 戸 戸 戸 1戸

鹿児島県
宇検海岸
他19海岸

調査中
8/6 16:00点検開始(奄

美)
8/7  8:30点検開始(本土)

8/7 19海岸は18:00点検完了
※瀬戸内海岸は8/8 18:00予定。

(現時点で被害情報なし)

四国 香川県
坂元海岸
他75海岸

・水門・樋門35基中18基常時閉鎖。残り17基は閉鎖済。
・陸閘126基中119基常時閉鎖。残り7基は閉鎖済。

四国 愛媛県
二名海岸
他185海岸

・水門・樋門：103基中81基常時閉鎖、残り22基のうち17基閉鎖済。
　残る5基は状況監視中（潮位・内水状況等に応じ操作）
・陸閘・角落とし：511基中228基常時閉鎖、残り283基のうち250基閉
鎖済。
　残る33基は状況監視中（潮位・内水状況等に応じて操作）

四国 高知県
野根海岸
他83海岸

・水門18基、常時半閉状態。18基は未閉鎖、監視中。
　（内外水位の状況に応じて操作予定。）
・陸閘150基中、78基常時閉鎖。残り72基は全て閉鎖済。

九州 大分県

調査中 8/8明朝以降開始予定 (現時点で被害情報なし)

四国 香川
坂元海岸
他75海岸

調査中
点検実施時期等は検討

中
(現時点で被害情報なし)

四国 愛媛
二名海岸
他185海岸

調査中

近畿 和歌山県
白浜海岸
他１８海岸

・水門・樋門９基中常時閉鎖無し。６基閉鎖済み。３基は未閉鎖・監
視中。
・陸閘５１基中２４基常時閉鎖。残り２７基中２５基閉鎖済。
　２基は未閉鎖、監視中。

中国 山口県
麻生海岸
他32海岸

・陸閘187基、水門、樋門32基全て通常操作に移行。

四国 徳島県
鳴門海岸
他36海岸

・水門・樋門18基中7基常時閉鎖。残り11基のうち10基閉鎖済。
　残る1基は状況監視中（潮位・内水状況等に応じ操作）。
・陸閘64基中　36基常時閉鎖。残り28基のうち10基閉鎖済。
　残る18基は状況監視中（潮位・内水状況等に応じ操作）。

中部 静岡 富士海岸 調査中 8/8警報解除後開始予定 (現時点で被害情報なし)

被害状況等 応急・緊急対策状況等

中部 静岡 駿河海岸 調査中 8/8警報解除後開始予定 (現時点で被害情報なし)

中国 鳥取 皆生 無し 8/7　点検　異常なし －

今津海岸
他12海岸

・樋門22基中全て常時閉鎖。
・陸閘28基中20基常時閉鎖。残り8基閉鎖完了。

九州 鹿児島県
宇検海岸
他19海岸

・水門11基中2基常時閉鎖。1基閉鎖完了。
　残り8基未閉鎖、監視中。（内外水位の状況に応じ操作）
・陸閘136基中5基常時閉鎖。101基閉鎖完了。
　残り30基は未閉鎖、監視中（状況に応じて操作。）

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所

大分県
大分海岸
他23海岸

無し 8/7 11:00点検開始 8/7 15:00点検完了

九州 宮崎県
伊比井海岸
他21海岸

無し 8/7 8:30点検開始 8/7 17:30点検完了

四国 高知 高知 調査中 8/8明朝以降開始予定 (現時点で被害情報なし)

九州 宮崎 宮崎 調査中 8/7警報解除後開始予定 (現時点で被害情報なし)

整備局 都道府県 海岸名 被害状況等 応急・緊急対策状況等

四国

8/8明朝以降開始予定 (現時点で被害情報なし)

九州

徳島
鳴門海岸
他36海岸

中国 山口県
麻生海岸
他32海岸

無し - (被害情報なし)

被害箇所

九州

8/8明朝以降開始予定 (現時点で被害情報なし)

四国 高知
野根海岸
他83海岸

調査中
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２）がけ崩れ

●土砂災害警戒情報の発表状況等（8月8日05:00現在）
・土砂災害警戒情報　　　21府県126市町村に発表　11県53市町村で継続中

合計 7件 名 名 名 戸 戸 1戸 戸

鹿児島県 4件

奄美市 1件 - - - - - - -

龍郷町 1件 - - - - - - -

錦江町 2件 - - - - - - -

大分県 1件 佐伯市 1件 - - - - - 1戸 -

宮崎県 1件 木城町 1件 - - - - - - -

建物被害

公共被害状況等
人家

非住家
死者

行方
不明者

負傷者 全壊 半壊
一部
損壊

徳島県 1件 徳島市 1件 - - - - - - -

都道府県名 市町村名

人的被害

岐阜県 海津市 8月7日21:40
岐阜県 養老町 8月7日21:40
岐阜県 垂井町 8月7日22:10

長野県 安曇野市 8月6日19:50 8月6日22:35
長野県 松本 8月6日20:45 8月6日22:35
長野県 岡谷市 8月6日21:10 8月6日22:35
長野県 上村南信濃 8月7日20:25
岐阜県 大垣市 8月7日19:35

長野県 安曇野市 8月5日23:55 8月6日03:45
長野県 生坂村 8月5日23:55 8月6日03:45
長野県 池田町 8月5日23:55 8月6日03:45
長野県 王滝村 8月6日18:15 8月6日21:10
長野県 大町市 8月6日18:50 8月6日22:35

山梨県 丹波山村 8月7日17:40
山梨県 早川町 8月7日20:45
長野県 南木曽町 8月4日18:53 8月4日20:45
長野県 松本 8月5日16:05 8月5日20:00
長野県 木祖村 8月5日16:05 8月5日20:00

山梨県 都留市 8月7日16:40
山梨県 富士川町 8月7日16:40
山梨県 小菅村 8月7日16:40
山梨県 上野原市 8月7日17:15
山梨県 道志村 8月7日17:40

福井県 小浜市 8月7日23:46
福井県 おおい町 8月8日00:15
福井県 若狭町 8月8日00:15
福井県 南越前町 8月8日04:44
山梨県 大月市 8月7日16:15

群馬県 嬬恋村 8月7日20:10
埼玉県 秩父市 8月7日18:33

神奈川県 山北町 8月7日17:43 8月8日04:30
福井県 敦賀市 8月7日22:22
福井県 美浜町 8月7日22:22

群馬県 長野原町 8月7日19:40
群馬県 草津町 8月7日19:40
群馬県 東吾妻町 8月7日19:40
群馬県 高崎市 8月7日20:10 8月7日22:35

土砂災害警戒情報
都道府県 市町村 発表日時 解除日時
群馬県 中之条町 8月6日20:40 8月7日04:25
群馬県 草津町 8月6日20:40 8月7日04:25
群馬県 みどり市 8月6日21:35 8月6日23:15
群馬県 嬬恋村 8月6日21:35 8月7日04:25
群馬県 長野原町 8月6日23:40 8月7日04:25
群馬県 東吾妻町 8月6日23:40 8月7日04:25
群馬県 中之条町 8月7日19:40
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和歌山県 印南町 8月7日15:45 8月7日17:45
和歌山県 みなべ町 8月7日15:45 8月7日17:45
和歌山県 和歌山市 8月7日16:10 8月7日18:30
和歌山県 海南市 8月7日16:10 8月7日18:30

和歌山県 由良町 8月7日14:45 8月7日17:45
和歌山県 日高川町 8月7日14:45 8月7日17:45
和歌山県 御坊市 8月7日15:45 8月7日17:45
和歌山県 田辺市田辺 8月7日15:45 8月7日17:45
和歌山県 田辺市龍神 8月7日15:45 8月7日17:45

和歌山県 湯浅町 8月7日14:45 8月7日17:45
和歌山県 広川町 8月7日14:45 8月7日17:45
和歌山県 有田川町 8月7日14:45 8月7日18:30
和歌山県 美浜町 8月7日14:45 8月7日17:45
和歌山県 日高町 8月7日14:45 8月7日17:45

奈良県 野迫川村 8月7日15:35 8月8日01:20
奈良県 十津川村 8月7日15:35 8月7日21:50
奈良県 五條市北部 8月7日16:40 8月7日21:50
奈良県 五條市南部 8月7日16:40 8月7日21:50
奈良県 吉野町 8月7日18:38 8月7日21:50

京都府 伊根町 8月8日03:50
大阪府 岸和田市 8月7日18:15 8月7日22:20
大阪府 貝塚市 8月7日18:15 8月7日22:20
大阪府 泉佐野市 8月7日18:15 8月7日22:20
大阪府 熊取町 8月7日18:15 8月7日22:20

京都府 宮津市 8月8日02:30
京都府 京丹後市網野町 8月8日02:30
京都府 京丹後市弥栄町 8月8日02:30
京都府 京丹後市久美浜町 8月8日02:30 8月8日04:50
京都府 京丹後市丹後町 8月8日03:15

京都府 宇治田原町 8月7日20:20 8月8日04:50
京都府 舞鶴市 8月8日00:20
京都府 綾部市 8月8日00:20
京都府 京丹後市峰山町 8月8日01:20
京都府 南丹市美山町 8月8日01:55

滋賀県 彦根市 8月7日22:40
滋賀県 大津市北部 8月8日01:45
京都府 京都市左京区 8月7日18:25
京都府 宇治市 8月7日20:20 8月8日04:50
京都府 城陽市 8月7日20:20 8月8日04:50

滋賀県 多賀町 8月7日19:40
滋賀県 日野町 8月7日20:45 8月8日03:35
滋賀県 米原市 8月7日21:10
滋賀県 愛荘町 8月7日21:10
滋賀県 長浜市 8月7日21:40

三重県 いなべ市 8月7日20:40
三重県 菰野町 8月7日20:40
滋賀県 甲賀市 8月7日19:40 8月8日03:35
滋賀県 高島市 8月7日19:40
滋賀県 東近江市 8月7日19:40

三重県 名張市 8月7日19:20 8月8日00:40
三重県 伊賀市 8月7日19:20 8月8日00:40
三重県 亀山市 8月7日20:05
三重県 四日市市 8月7日20:40
三重県 鈴鹿市 8月7日20:40

静岡県 島田市 8月7日20:45
静岡県 川根本町 8月7日20:45
三重県 大台町 8月7日14:05 8月7日22:05
三重県 大紀町 8月7日14:05 8月7日22:05
三重県 津市中西部 8月7日19:20 8月8日00:40

岐阜県 揖斐川町 8月7日22:35
静岡県 静岡市北部 8月7日15:25
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通常基準の７割：

茨城県高萩市

鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町

通常基準の８割：

茨城県日立市

長野県王滝村、木曽町

鳥取県鳥取市北部、三朝町

・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警戒情報の発表基準を引
き下げて運用

鹿児島県 瀬戸内町 8月5日04:46 8月6日13:50
鹿児島県 屋久島町 8月5日05:44 8月6日17:00
鹿児島県 十島村 8月5日12:10 8月6日15:50
鹿児島県 喜界町 8月5日13:40 8月6日13:50
鹿児島県 宇検村 8月5日15:10 8月6日13:50

愛媛県 四国中央市 8月7日13:10 8月7日15:40
大分県 佐伯市 8月6日02:40 8月7日04:45

鹿児島県 奄美市 8月5日03:05 8月6日13:50
鹿児島県 龍郷町 8月5日04:10 8月6日13:50
鹿児島県 大和村 8月5日04:46 8月6日13:50

愛媛県 西条市 8月7日07:55 8月7日14:40
愛媛県 東温市 8月7日07:55 8月7日14:40
愛媛県 砥部町 8月7日09:05 8月7日11:30
愛媛県 伊予市 8月7日09:17 8月7日11:30
愛媛県 新居浜市 8月7日12:10 8月7日14:40

徳島県 吉野川市鴨島町 8月7日15:10 8月7日20:35
徳島県 吉野川市川島町 8月7日15:10 8月7日20:35
徳島県 吉野川市山川町 8月7日15:10 8月7日20:35
香川県 さぬき市 8月7日14:45 8月7日18:05
香川県 三木町 8月7日07:55 8月7日18:05

徳島県 美馬市脇町 8月7日14:40 8月7日20:35
徳島県 三好市井川町 8月7日14:40 8月7日19:35
徳島県 三好市東祖谷 8月7日14:40 8月7日19:35
徳島県 三好市西祖谷山村 8月7日14:40 8月7日19:35
徳島県 東みよし町三加茂地域 8月7日14:40 8月7日19:35

徳島県 海陽町宍喰地域 8月7日10:10 8月7日16:50
徳島県 阿波市土成町 8月7日12:40 8月7日20:35
徳島県 阿波市市場町 8月7日12:40 8月7日20:35
徳島県 つるぎ町一宇 8月7日13:40 8月7日20:35
徳島県 美馬市穴吹町 8月7日14:10 8月7日20:35

徳島県 那賀町上那賀地域 8月7日02:50 8月7日17:40
徳島県 那賀町木沢地域 8月7日02:50 8月7日17:40
徳島県 吉野川市美郷 8月7日03:20 8月7日20:35
徳島県 那賀町木頭地域 8月7日03:20 8月7日17:40
徳島県 海陽町海南地域 8月7日03:20 8月7日16:50

岡山県 真庭市 8月7日22:15 8月8日04:30
岡山県 鏡野町 8月7日22:15 8月8日04:30
徳島県 美馬市木屋平 8月7日02:50 8月7日20:35
徳島県 上勝町 8月7日02:50 8月7日17:40
徳島県 神山町 8月7日02:50 8月7日20:35

鳥取県 鳥取市北部 8月7日17:10
鳥取県 三朝町 8月7日17:10
鳥取県 鳥取市南部 8月7日19:20
鳥取県 倉吉市 8月7日20:09
鳥取県 北栄町 8月7日20:09 8月8日02:01

鳥取県 湯梨浜町 8月7日16:55
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岡山県真庭市、鏡野町

福岡県みやま市

大分県別府市、由布市、豊後大野市、日田市、竹田市、九重町、佐伯市

鹿児島県鹿児島市

○道路

１．高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

（１）高速道路

被災による通行止め：　 なし 雨量規制等による通行止め：６路線８区間

※解除済み

道路名：E30瀬戸中央自動車道

区間名：児島IC～坂出IC[8/7 9:30～15:00 L=19ｋｍ]（事前通行規制：強風）

道路名：E42紀勢自動車道

区間名：大宮大台IC～紀勢大内山IC[8/7 13:30～23:20 L=10ｋｍ]（事前通行規制：雨量）

道路名：E1A伊勢湾岸自動車道

道路名：E25名阪国道

区間名：関IC～伊賀IC[8/7 18:50～8/8 4:10 L=14ｋｍ]（事前通行規制：雨量）

道路名：E42阪和自動車道・湯浅御坊道路

区間名：広川IC～御坊南IC[8/7  14:50～8/8 5:45 L=14ｋｍ]（事前通行規制：雨量）

E8 北陸自動車
道

木之本IC～敦賀IC
[L=23ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/8 2:30～

E8 北陸自動車
道

（上り）敦賀IC～武生
IC[L=34km]
（下り）敦賀IC～今庄
IC[L=22km]

雨量規制 ・事前通行規制　8/8  3:50～

区間名：湾岸弥富IC～みえ川越IC[上り8/7 20:00～8/8 01:20、下り8/7 20:10～8/8 01:30 L=10ｋｍ]
                                                                                                （事前通行規制：強 風）

E68中央自動車
道

大月JCT～都留IC
[L=7ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/7  17:30～

E1A新名神高速
道路

亀山JCT～甲賀土山IC
[L=19ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/7  19:52～

E27舞鶴若狭自
動車道

敦賀JCT～若狭美浜IC
[L=13ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/8 0:30～

E29鳥取道
（直轄）

智頭IC～河原IC
[L=15ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/7 22:00～

E27舞鶴若狭自
動車道

舞鶴東IC～小浜西IC
[L=25ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/8 1:30～

路線名 区間名 被災状況 備考

E20中央自動車
道

上野原IC～一宮御坂IC
[L=46ｋｍ]

雨量規制 ・事前通行規制　8/7  17:30～

熊本県益城町、宇城市、玉名市、西原村、熊本市、氷川町、南阿蘇村、産山村、八代市西部、菊池
市、宇土市、大津町、嘉島町、合志市、阿蘇市、菊陽町、御船町、美里町、山都町西部、和水町、芦
北町
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（２）直轄国道

被災による通行止め：１路線１区間

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道

被災による通行止め：４路線５区間

※解除済み

道路名 ： 国道国道365号

所在地 ： 三重県四日市市西浦町２丁目～四日市市西町　8/7　12：30（規制開始） ～ 8/8　5：30（規制解除）

（２）都道府県・政令市道

８月７日　１５：００ （孤立なし） ８月８日　５：００ （孤立あり）

被災による通行止め ：　計１０区間 被災による通行止め ：　計23区間

 ・和歌山県 ２区間 （路面冠水２） →  ・群馬県 １区間 （法面崩落１）

・島根県 １区間 （落石１） ・山梨県 4区間 （土砂流出３、土砂崩落１）

・徳島県 １区間 （路面冠水０、路肩崩壊１） ・三重県 ２区間 （路面冠水２）
・香川県 １区間 （倒木０、路面冠水１） ・和歌山県 ０区間 （路面冠水０）
・高知県 １区間 （落石１） ・奈良県 １区間 （倒木１）
・宮崎県　 ２区間 （法面崩落１、落石１、倒木０） ・京都府 １区間 （法面崩落１）
・鹿児島県 ２区間 （法面崩落２、倒木０） ・島根県 １区間 （落石１）

・鳥取県 ３区間

・徳島県 ４区間 （路面冠水２、路肩崩壊１、倒木１
・香川県 ０区間 （路面冠水０）
・高知県 ２区間 （落石１、法面崩落１）
・宮崎県　 ２区間 （法面崩落１、落石０、倒木１）
・鹿児島県 ２区間 （法面崩落２）

※孤立あり
・群馬県　（主)北軽井沢松井田線　法面崩落
  安中市松井田町坂本（霧積温泉） 8/7 12:00～
・山梨県　（主)南アルプス公園線　土砂崩落
  南巨摩郡早川町奈良田海運トンネル先　 8/7 16:00～
・鳥取県　（主)三朝中線　土砂流出
  三朝町中津 8/7 21:00～

国道139号
山梨県
ヤマナシケン

大月市
オオツキシ

賑岡町
ニギオカマチ

強瀬
ゴウセ

～大
オ

月市
オツキシ

賑岡町
ニギオカマチ

畑倉
ハタクラ

 [L=2km]
土砂崩落

・通行止め開始：8/7　18：00～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

路線名 区間名 被災状況 備考

国道292号
群馬県
グンマケン

吾妻
アガツマ

郡
グン

草津
クサツ

町
マチ

大字
オオアザ

草津
クサツ

地内　[L=13km]

土砂流出
路肩崩壊

・通行止め開始：8/6　23：00～
・人身なし、物損あり、孤立なし、迂回路あり

国道388号
宮崎県
ミヤザキケン

東
ヒガシ

臼杵
ウスキ

郡
グン

椎葉村
シイバソン

大字
オオアザ

大
オ

河内
オカワチ

　　[L=9km]
路肩崩壊

・通行止め開始：8/7　8：30～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道425号
和歌山県
ワカヤマケン

田辺市
タナベシ

龍神
リュウジン

村
ムラ

小又
コマタ

川
ガワ

地内
チナイ

 [L=13km]
路面冠水

・通行止め開始：8/7　17：30～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道139号
山梨県
ヤマナシケン

大月市
オオツキシ

賑岡町
ニギオカマチ

奥山
オクヤマ

～大
オ

月市
オツキシ

七保町
ナナホマチ

林
ハヤシ

 [L=1km]
土砂崩落

・通行止め開始：8/7　18：00～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

路線名 区間名 被災状況 備考

国道20号
大月バイパス

山梨県
ヤマナシケン

大月市
オオツキシ

駒橋
コマハシ

二丁目
ニチョウメ

～大
オ

月
オツキ

二
ニ

丁目
チョウメ

　[L=2km]
泥水流出

・通行止め開始：8/7　18：30～
・人身なし、物損なし、孤立なし、迂回路あり

（土砂流出１、路面冠水１、
法面崩落１）
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○鉄道関係

（施設の被害等）

なし

（運行状況）

5事業者　14路線　運転休止

始発 8/7 20:40

四国旅客鉄道 徳島線 穴吹～徳島 8/7 9:50 8/7 20:40

四国旅客鉄道 予讃線 向井原～伊予大洲 8/7 始発 8/7 19:12

四国旅客鉄道 本四備讃線 全線 8/7 始発 8/7 18:07

四国旅客鉄道 土讃線 琴平～窪川 8/7 始発 8/7 18:23

WILLER TRAINS 宮津線 全線 8/7 14:09 8/8 始発

WILLER TRAINS 宮福線 全線 8/7 14:15 8/8 始発

四国旅客鉄道 予讃線 観音寺～伊予西条 8/7 始発 8/7 15:24

西日本旅客鉄道 因美線 智頭～鳥取 8/7 23:37

信楽高原鐵道 信楽線 全線 8/7 始発

紀州鉄道 紀州鉄道線 全線 8/7 11:38 8/8 始発

西日本旅客鉄道 伯備線 豪渓～備中高梁 8/7 14:13 8/7 16:06

西日本旅客鉄道 山陰線 鳥取～倉吉 8/7 18:42

西日本旅客鉄道 因美線 美作加茂～智頭 8/7 18:56

西日本旅客鉄道 播但線 姫路～和田山 8/7 13:04 8/8 始発

西日本旅客鉄道 姫新線 播磨新宮～美作江見 8/7 15:34 8/7 18:43

西日本旅客鉄道 阪和線 紀伊～和歌山 8/7 15:42 8/7 16:08

西日本旅客鉄道 和歌山線 五条～和歌山 8/7 12:08 8/8 始発

西日本旅客鉄道 福知山線 篠山口～福知山 8/7 12:33 8/8 始発

西日本旅客鉄道 山陰線 園部～浜坂 8/7 12:54 8/8 始発

西日本旅客鉄道 紀勢線 紀伊田辺～和歌山 8/7 11:36 8/8 始発

西日本旅客鉄道 加古川線 全線 8/7 11:31 8/7 19:51

西日本旅客鉄道 舞鶴線 綾部～東舞鶴 8/7 12:10 8/8 始発

西日本旅客鉄道 関西線 伊賀上野～加茂 8/7 11:54

西日本旅客鉄道 草津線 柘植～貴生川 8/7 9:56 8/8 始発

西日本旅客鉄道 湖西線 近江塩津～近江舞子 8/7 21:40

22:16

西日本旅客鉄道 北陸線 近江塩津～米原 8/7 21:29

西日本旅客鉄道 関西線 亀山～伊賀上野 8/7 9:20

西日本旅客鉄道 北陸線 敦賀～近江塩津 8/7

東海旅客鉄道 飯田線 本長篠～天竜峡 8/7 16:00 8/8 始発

東海旅客鉄道 中央線 塩尻～中津川 8/7

15:35 8/8 始発

明知鉄道 明知線 全線 8/7 19:56

東海旅客鉄道 御殿場線 山北～御殿場 8/7 13:57 8/8 始発

15:00 8/8 始発

東海旅客鉄道 関西線 四日市～亀山 8/7 15:00 8/8 始発

東海旅客鉄道 名松線 全線 8/7 始発

東海旅客鉄道 参宮線 多気～伊勢市 8/7 12:00

東海旅客鉄道 参宮線 伊勢市～鳥羽 8/7 7:20

15:23 8/8 始発

富士急行 富士急行線 大月～東桂 8/7 15:00 8/8 始発

東海旅客鉄道 東海道線 大垣～米原 8/7 20:54

東日本旅客鉄道 中央線 高尾～甲府 8/7

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

四国旅客鉄道 牟岐線 全線 8/7 始発 8/7 21:40

四国旅客鉄道 徳島線 佃～穴吹 8/7

黒部峡谷鉄道 本線 全線 8/8 始発

東海旅客鉄道 紀勢線 亀山～多気 8/7 12:00

東海旅客鉄道 紀勢線 多気～紀伊長島 8/7

東海旅客鉄道 高山線 美濃太田～猪谷 8/7 14:00

始発

東海旅客鉄道 紀勢線 紀伊長島～新宮 8/7 7:20

伊勢鉄道 伊勢鉄道線 全線 8/7 15:00 8/8 始発

伊賀鉄道 伊賀線 伊賀神戸～上野市 8/7

西日本旅客鉄道 北陸線 武生～敦賀 8/8 始発

西日本旅客鉄道 小浜線 全線 8/7 16:45

西日本旅客鉄道 紀勢線 新宮～紀伊田辺 8/7 10:27 8/8 始発
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○自動車関係

・高速バス関係

23 事業者で 99 路線運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～新宿 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～京都・大阪 運休

伊予鉄道(株) 八幡浜・松山～大阪 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～岡山 通常運行

名鉄バス(株） 名古屋～高山 運休

名鉄バス(株） 名古屋～新宿 運休

名鉄バス(株） 名古屋～福岡 運休

岐阜乗合自動車（株） 岐阜～高山 運休

名阪近鉄バス（株） 名古屋～伊吹山 運休

両備ホールディングス（株） 岡山～松山 通常運行

両備ホールディングス（株） 岡山～高知 通常運行

中鉄バス（株） 倉敷～神戸 通常運行

名鉄バス(株） 名古屋～松山 運休

名鉄バス(株） 名古屋～奈良 運休

九州旅客鉄道 日豊線 延岡～宮崎 8/6 始発 8/7 17:00

広交観光（株） 広島～高知 通常運行

広交観光（株） 広島～徳島 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 広島～高松 通常運行

9:43 8/7 17:00

高松琴平電気鉄道 長尾線 全線 8/7 9:48 8/7 17:00

始発 8/7 19:47

土佐くろしお鉄道 阿佐線 全線 8/7 始発 8/7 17:43

四国旅客鉄道 鳴門線 全線 8/7 始発 8/7 20:22

濃飛乗合自動車（株） 高山～扇沢 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～富士五湖 運休

伊予鉄道(株) 八幡浜・松山～名古屋 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～名古屋 運休

濃飛乗合自動車（株） 高山～岐阜 運休

名鉄バス(株） 名古屋～富山 運休

名鉄バス(株） 名古屋～金沢 運休

名鉄バス(株） 名古屋～徳島 運休

名鉄バス(株） 名古屋～富士五湖 運休

名鉄バス(株） 名古屋～上高地 運休

両備ホールディングス（株） 岡山～関西国際空港 通常運行

備北バス（株） 新見～大阪 通常運行

一畑バス（株） 出雲～大阪 通常運行

下津井電鉄（株） 岡山～高知 通常運行

両備ホールディングス（株） 岡山～徳島 通常運行

日ノ丸自動車（株） 広島〜米子 通常運行

日本交通（株） 広島～米子 通常運行

広島電鉄（株） 広島～米子 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

日ノ丸自動車（株） 広島〜鳥取 通常運行

高松琴平電気鉄道 志度線 全線 8/7 9:40 8/7 17:00

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 全線 8/7

四国旅客鉄道 高徳線 徳島～引田 8/7 始発 8/7 20:22

四国旅客鉄道 高徳線 引田～三本松 8/7 6:16 8/7 20:22

高松琴平電気鉄道 琴平線 全線 8/7
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徳島バス(株) 徳島～高知 通常運行

徳島バス(株) 徳島～京都 通常運行

京阪バス（株） 徳島～京都 運休

徳島バス(株) 徳島～神戸 通常運行

徳島バス(株) 徳島～関西空港 通常運行

徳島バス(株) 徳島～岡山 通常運行

阪急バス（株） 徳島～大阪 運休

南海バス（株） 徳島～大阪 運休

阪神バス（株） 徳島～大阪 運休

JR四国バス(株) 徳島～神戸 通常運行

JR四国バス(株) 徳島～京都 通常運行

JR四国バス(株) 高松～関西空港 通常運行

関西空港交通（株） 高松→関西空港 運休

JR四国バス(株) 高松～広島 通常運行

JR四国バス(株) 徳島～大阪 通常運行

徳島バス(株) 徳島～大阪 通常運行

JR四国バス(株) 高松～大阪 通常運行

阪急バス（株） 高松～大阪 運休

JR四国バス(株) 高松～神戸 通常運行

JR四国バス(株) 高松～京都 通常運行

西日本ジェイアールバス（株） 高松→京都 運休

JR四国バス(株) 高知～高松 通常運行

とさでん交通(株) 高知～徳島 通常運行

JR四国バス(株) 高知～徳島 通常運行

高知西南交通(株） 宿毛→京都 通常運行

高知西南交通(株） 宿毛～高知 通常運行

とさでん交通(株) 高知～松山 通常運行

とさでん交通(株) 高知～神戸 通常運行

とさでん交通(株) 高知～広島 通常運行

とさでん交通(株) 高知～大坂 通常運行

とさでん交通(株) 高知～高松 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～高知 通常運行

宇和島自動車(株) 城辺・宇和島～神戸・大阪 通常運行

海部観光(株) 阿南・徳島～神戸・大阪 通常運行

とさでん交通(株) 高知～岡山 通常運行

JR四国バス(株) 高知～岡山 通常運行

JR四国バス(株) 松山～高松 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～徳島 通常運行

JR四国バス(株) 松山～徳島 通常運行

徳島バス(株) 松山～徳島 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～福岡 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～神戸 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～京都 通常運行

京阪バス（株） 松山→京都 運休

伊予鉄道(株) 松山～新尾道・福山 通常運行

伊予鉄道(株) 松山～高松 通常運行

JR四国バス(株) 松山～岡山 通常運行
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神姫バス（株） 神戸～阿波池田 運休

四国交通（株） 神戸～阿波池田 通常運行

南海バス（株） 関西空港～徳島 運休

西日本ジェイアールバス（株） 神戸～徳島 運休

西日本ジェイアールバス（株） 神戸～高松 運休

神姫バス（株） 神戸～高松・丸亀 運休

神姫バス（株） 神戸～高知 運休

神姫バス（株） 神戸～松山 運休

近鉄バス（株） 大阪～高山 運休

近鉄バス（株） 大阪～小浜 運休

近鉄バス（株） 大阪～白浜 運休

明光バス（株） 大阪～白浜 運休

阪神バス（株） 大阪～今治 運休

阪急バス（株） 大阪～松本 運休

阪急バス（株） 大阪～富山 運休

阪急バス（株） 大阪～金沢 運休

阪急バス（株） 大阪～新見・三次 運休

阪急バス（株） 大阪～出雲市 運休

岸和田観光バス（株） 大阪・神戸→鳴門 運休

阪急バス（株） 大阪～洲本 運休

淡路交通（株） 大阪～洲本 運休

阪急バス（株） 大阪～高知 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～高知 運休

阪急バス（株） 大阪→松山、八幡浜 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～松山 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～徳島 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～高松 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～白浜 運休

奈良交通（株） 奈良～名古屋 運休

山陽バス（株） 学園都市～洲本 運休

淡路交通（株） 洲本～徳島 運休

淡路交通（株） 学園都市～洲本 運休

淡路交通（株） 舞子～福良 運休

西日本ジェイアールバス（株） 京都～高松 運休

京阪バス（株） 京都～四日市 運休

京阪バス（株） 京都～津 運休

京阪バス（株） 京都～伊賀 運休

明光バス（株） 京都～白浜 運休

阪急バス（株） 阿波池田→大阪 運休

瀬戸内運輸(株) 今治～神戸・大阪 通常運行

近鉄バス（株） 中村・宿毛→京都・大阪・神戸 運休

西日本ジェイアールバス（株） 京都～徳島 運休

京阪バス（株） 京都～高松 運休

徳島バス(株) 徳島～名古屋 運休

徳島バス(株) 徳島～広島 通常運行

徳島バス(株) 室戸～大阪 通常運行

四国交通(株) 阿波池田～大阪 通常運行
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・路線バス関係

6 事業者で 8 路線運休 4 事業者で 4 路線一部運休

琴参バス(株) 王越線 一部運休

琴参バス(株) 美合線 一部運休

徳島バス(株) 全線 通常運行

徳島市交通局 全線 通常運行

四国交通(株) 祖谷線 一部運休

ことでんバス(株) 屋島山上線 通常運行

大川自動車(株) 高松～引田線 通常運行

大川自動車(株) 五明・福栄線 通常運行

琴参バス(株) 瀬戸大橋線 通常運行

琴参バス(株) 丸亀垂水線 通常運行

いわくにバス（株） 岩国駅〜大藤線 通常運行

いわくにバス（株） 岩国駅〜上迫線 通常運行

いわくにバス（株） 叶木線 通常運行

両備ホールディングス（株） 宇野駅～王子が岳線 通常運行

とさでん交通(株) 全線 通常運行

北陸鉄道(株) 金沢～大阪 運休

北陸鉄道(株) 金沢～名古屋 運休

関西空港交通（株） 関西空港～岡山 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～長野 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

長電バス(株) 長野・湯田中～神戸三宮 運休

ジェイアールバス関東(株) USJ～小諸駅 運休

富山地方鉄道(株) 富山～大阪 運休

富山地方鉄道(株) 富山～名古屋 運休

北陸鉄道(株) 新潟～金沢 運休

アルピコ交通(株) 松本～大阪 運休

アルピコ交通(株) 白馬～大阪 運休

アルピコ交通(株) 長野 ～大阪 運休

アルピコ交通(株) 上高地 ～大阪 運休

アルピコ交通(株) 茅野 ～大阪 運休

淡路交通（株） 三ノ宮～福良 運休

淡路交通（株） 三ノ宮～西浦 運休

神姫バス（株） 三ノ宮駅～高速鳴門・徳島駅 運休

阪神バス（株） 三ノ宮駅～高速鳴門・徳島駅 運休

山陽バス（株） 三ノ宮駅～高速鳴門・徳島駅 運休

神姫バス（株） 三ノ宮～岡山・倉敷 運休

神姫バス（株） 三ノ宮～五色 運休

神姫バス（株） 三ノ宮～洲本 運休

淡路交通（株） 三ノ宮～洲本 運休

神姫バス（株） 三ノ宮～福良 運休

南海バス（株） 関西空港～姫路 運休

南海バス（株） 関西空港～高松 運休

南海バス（株） 関西空港～岡山 運休

岸和田観光バス（株） 片山津～大阪 運休

神姫バス（株） 姫路駅・加古川駅～関西国際空港 運休

関西空港交通（株） 関西空港～徳島 運休

関西空港交通（株） 関西空港～姫路 運休
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・自動車道 通行止め3路線

・トラック事業者関係

愛知県のトラック事業者1社の車両横転（人身被害無し）

○海事関係

（１）運航状況

瀬戸内観光汽船 日生～大部 運休

走島汽船 走島～鞆 運休

尾道市因島総合支所 細島～因島（西浜） 運休

斎島汽船 斎島～久比 運休

高速いえしま 家島～姫路 運休

高福ライナー 家島～姫路 運休

坊勢汽船 西島～姫路 運休

隠岐汽船 隠岐島～七類・境 運休

両備フェリー 岡山～土庄 運休

名門大洋フェリー 大阪～門司 運休

ジャンボフェリー 神戸～高松 運休

淡路ジェノバライン 明石～岩屋 運休

OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休

沼島汽船 沼島～洲本 運休

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運休

フェリーさんふらわあ 大阪～別府 運休

フェリーさんふらわあ 神戸～大分 運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休

鳥羽市 鳥羽～神島 運休

津エアポートライン 津新港・松坂港～空港島 運休

志摩マリンレジャー 和具～賢島 運休

エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 運休

富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運休

商船三井フェリー 大洗～苫小牧 一部運休

東京湾フェリー 金谷～久里浜 一部運休

西尾市 一色～佐久島 運休

名鉄海上観光船 師崎～篠島・日間賀島 運休

伊勢湾フェリー 鳥羽～伊良湖 運休

三重県 伊勢志摩スカイライン 全線通行止め

岐阜県・滋賀県 伊吹山ドライブウェイ 全線通行止め

徳島県 津峯スカイライン 全線通行止め解除

静岡県 南富士エバーグリーンライン 全線通行止め

67事業者81航路で運休または一部運休、4事業者5航路で運航再開

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

西武観光バス（株） 草津温泉～白根火山 運休

名阪近鉄バス（株） 大垣伊吹山線（大垣駅前～伊吹山） 運休

名阪近鉄バス（株） 大垣伊吹山線（関ヶ原駅～伊吹山） 運休

名阪近鉄バス（株） 大垣競輪場線（競輪場～大垣駅前） 運休

都道府県 路線名 被害状況

高知東部交通(株) 馬路線 一部運休

北陸鉄道(株) 白山登山バス 運休

（株）俵屋観光 早川町コミニュティバス 運休

ＪＲバス関東（株） 草津温泉～白根火山 運休

草軽交通（株） 草津温泉～白根火山 運休
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シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運休

国際フェリー 高松～小豆島（池田） 運休

今治市 岡村～今治 運休

今治市 津島～幸 運休

阪九フェリー 新門司～神戸 一部運休

小豆島フェリー 姫路～福田 運休

四国フェリー 岡山～小豆島（土庄） 運休

四国開発フェリー 東予～新居浜～神戸～大阪 運休

大三島ブルーライン 今治～大崎上島（木江）・大三島（宗方）・岡村 運航再開

芸予汽船 今治～土生 運航再開

上島町 魚島～弓削～土生 運航再開

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運休

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運休

四国急行フェリー 高松～宇野 運休

小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 運休

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運休

くるしま 馬島～波止浜 運休

岩城汽船 岩城～土生 運休

盛運汽船 嘉島・日振～宇和島 運航再開

盛運汽船 戸島・日振～宇和島 運航再開

新喜峰 安居島～北条 運休

青島海運 青島～長浜 運休

松山市 中須賀～鹿島 運休

鳴門市 岡崎～土佐泊 運休

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運休

粟島汽船 粟島～岩船 運休

粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休

宿毛市 沖の島～片島 運休

内海フェリー 高松～小豆島（草壁） 一部運休

ジャンボフェリー 神戸～高松 運休

本島汽船 本島～丸亀 運休

備讃フェリー 丸亀～広島 運休

雌雄島海運 男木～高松 運休

須崎市 坂内～埋立 運休

四国汽船 高松～宮浦～宇野 運休

四国汽船 本村～宇野 運休

小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 運休

周防大島町 樽見～日前 運休

周防大島町 情島～伊保田 運休

周防大島町 久賀～前島　　　 運休

上関町 八島～上関 一部運休

三洋汽船 多度津～佐柳 運休

三洋汽船 笠岡～飛島～六島 運休

三洋汽船 笠岡～佐柳本浦 運休

岩国柱島海運 岩国～柱島 運休

大生汽船 大多府～日生 運休
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）

１）港湾施設の被害情報

２）港湾局所管海岸保全施設の被害情報

３）港湾海岸水門・陸閘等の操作状況

富山県 対象施設なし

静岡県
熱海港海岸
他14海岸

水門・陸閘等1基は閉鎖済。110基は高潮警報・内外水位等の状況に応じて
閉鎖予定。

愛知県
名古屋港海
岸他14海岸

水門・陸閘等45基は閉鎖済。219基は、高潮警報・内外水位等の状況に応じ
て閉鎖予定。

三重県
四日市港海
岸他19海岸

水門・陸閘等50基は閉鎖済。646基は、高潮警報・内外水位等の状況に応じ
て閉鎖予定。

京都府
宮津港海岸

他2海岸
水門・陸閘等全2基中、1基は常時閉鎖。残りの1基は、高潮警報・内外水位
等の状況に応じて閉鎖予定。

対象施設なし

鹿児島県 瀬戸内町 地方 請島港
ウケシマコウ

海岸
カイガン

請
ウケ

安室
アムロ

地区
チク

防潮堤（L=10m）が傾斜

都道府県名 海岸名 水門・樋門等の操作状況

茨城県 対象施設なし

大阪府
大阪港海岸

他７海岸
水門・陸閘等全433基中、56基は常時閉鎖。280基は閉鎖済み。残りの97基
は、高潮警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

千葉県
千葉港海岸

他6海岸
水門・陸閘等全105基中、29基は常時閉鎖。4基は閉鎖済。残りの72基は、高
潮警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

東京都
東京港海岸
他12海岸

水門・陸閘等全55基中、9基は常時閉鎖。残りの46基は、高潮警報・内外水
位等の状況に応じて閉鎖予定。

神奈川県
川崎港海岸

他5海岸
水門・陸閘等全64基中、9基は常時閉鎖。2基は閉鎖済。残りの53基は、高潮
警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

新潟県
新潟港海岸

他9海岸
水門・陸閘等全10基は常時閉鎖。

石川県
七尾港海岸

他9海岸
水門・陸閘等全54基は常時閉鎖。

福井県

宮崎カーフェリー 宮崎～大阪 一部運休

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

愛媛県 愛媛県 地方 菊間港 -
佐古浮桟橋の渡橋が落下
（定期船の利用なし）

都道府県名 管理者名 港格 海岸名 地区名 被害状況

マリックスライン 鹿児島～那覇 一部運休

マルエーフェリー 鹿児島～那覇 一部運休

折田汽船 鹿児島～屋久島 一部運休

種子屋久高速船 鹿児島～種子島・屋久島、指宿～種子島・屋久島 一部運休

三島村 鹿児島～三島 運休

阪九フェリー 新門司～泉大津 一部運休

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 一部運休

野母商船 福江～青方～博多 一部運休

九州郵船 博多～比田勝 一部運休

蒲江交通 蒲江～深島 運休
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○航空関係（5時30分時点）

１）空港施設等被害情報なし

２）欠航便合計  25便

・ANA  5便

・JAL  11便

・その他 9便

○住宅・建築物

・鹿児島県の公営住宅で、床上浸水１団地（２戸）

○物流関係、都市関係、観光関係、官庁営繕

・現時点で被害情報無し

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　伊藤

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

広島県
広島港海岸
他38海岸

水門・陸閘等全1,842基中、72基は常時閉鎖。1,049基は閉鎖済。残り719基は高潮警
報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

山口県
下関港海岸
他36海岸

水門・陸閘等全1,308基中、176基は常時閉鎖。残り1,132基は台風の位置・満潮時刻
を踏まえ開放。

愛媛県
宇和島港海
岸他51海岸

水門・陸閘等全823基中、220基は常時閉鎖。553基は閉鎖済。残りの50基は、高潮
警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

高知県
甲浦港海岸
他17海岸

陸閘等全353基中、19基は常時閉鎖。282基は閉鎖済。残りの52基は、道路跨ぎ等
の事情により未閉鎖。

徳島県
徳島小松島港
海岸他10海岸

水門・陸閘等全438基中、205基は常時閉鎖。49基は閉鎖済。残り184基については、
高潮警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

香川県
高松港海岸
他53海岸

水門・陸閘等全1,279基中、41基は常時閉鎖。442基は閉鎖済。27基は閉鎖中。残り
769基は、高潮警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

兵庫県
尼崎西宮芦
港海岸他26

海岸

水門・陸閘等全1,049基中、181基は常時閉鎖。215基は閉鎖済み。残りの653
基は、高潮警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

和歌山県
和歌山下津
港海岸他15

海岸

水門・陸閘等全324基中、95基は常時閉鎖。214基は閉鎖済み。残りの15基
は、高潮警報・内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

鳥取県
赤碕港海岸

他6海岸
水門・陸閘等全28基中、27基は常時閉鎖。残り1基は高潮警報・内外水位等の状況
に応じて閉鎖予定。

島根県
西郷港海岸
他41海岸

西郷港海岸41海岸：水門・陸閘等全55基中、54基は常時閉鎖。残り1基は高潮警報・
内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

鳥取県・島根県 境港海岸 水門・陸閘等は常時閉鎖1基のみ。

岡山県
水島港海岸
他19海岸

水門・陸閘等全350基中、60基は常時閉鎖。18基は閉鎖済。残り272基は高潮警報・
内外水位等の状況に応じて閉鎖予定。

24 / 24 ページ


